
 1 

アラビアアラビアアラビアアラビア文字文字文字文字（（（（28282828））））独立計独立計独立計独立計    

    

アラビアアラビアアラビアアラビア語語語語キーボードキーボードキーボードキーボード    

    

    



 2 

アラビアアラビアアラビアアラビア文字文字文字文字はははは語尾語尾語尾語尾、、、、語中語中語中語中、、、、語頭語頭語頭語頭、、、、独立計独立計独立計独立計でででで形形形形がががが変変変変わりますわりますわりますわります。。。。    
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アラビアアラビアアラビアアラビア語会話語会話語会話語会話    

一般一般一般一般    

はいはいはいはい    

���    

n'emn'emn'emn'em    

いいえいいえいいえいいえ    

�    

lalalala    

ありがとうありがとうありがとうありがとう    

    	�ً�ا

shkranashkranashkranashkrana    

どうぞどうぞどうぞどうぞ    


�    ���    

mn fdlkmn fdlkmn fdlkmn fdlk    

問題問題問題問題ありませんありませんありませんありません    

���� �    

la mshklhla mshklhla mshklhla mshklh    

すみませんすみませんすみませんすみません    

    أ��ر��

a'edrnya'edrnya'edrnya'edrny    
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ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい    

���    

asfasfasfasf    

分分分分かりませんかりませんかりませんかりません。。。。    

�    �    ....أ�

la a'elm.la a'elm.la a'elm.la a'elm.    

私私私私のののの言言言言っていることがわかりますかっていることがわかりますかっていることがわかりますかっていることがわかりますか????    

��؟��    ه!  �

hl hl hl hl tfhmny?tfhmny?tfhmny?tfhmny?    

はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。    

���    ....أ�

afhmk.afhmk.afhmk.afhmk.    

いいえいいえいいえいいえ、、、、わかりませんわかりませんわかりませんわかりません。。。。    

�    ���    ....أ�

la afhmk.la afhmk.la afhmk.la afhmk.    

もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    ���رة؟

m'edrh?m'edrh?m'edrh?m'edrh?    
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少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいませちくださいませちくださいませちくださいませ。。。。    

    ....وا)'ة    &%�$�

thanyh wahdh.thanyh wahdh.thanyh wahdh.thanyh wahdh.    

どういたしましてどういたしましてどういたしましてどういたしまして。。。。    

�* %+ً(��....    

mrhbana bk.mrhbana bk.mrhbana bk.mrhbana bk.    

何何何何ですかですかですかですか????    

    �%ذا؟

mada?mada?mada?mada?    

どちらですかどちらですかどちらですかどちらですか????    

    أي؟

ay?ay?ay?ay?    

いつですかいつですかいつですかいつですか????    

    �/.؟

mta?mta?mta?mta?    

どこですかどこですかどこですかどこですか????    

    أ0
؟

ayn?ayn?ayn?ayn?    
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なぜですかなぜですかなぜですかなぜですか????    

1�%ذا؟    

lmadlmadlmadlmada?a?a?a?    

誰誰誰誰ですかですかですかですか????    


؟�    

mn?mn?mn?mn?    

いくつですかいくつですかいくつですかいくつですか????    

    �'د؟    آ�

km 'edd?km 'edd?km 'edd?km 'edd?    

どのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですか????    

    آ�؟

km?km?km?km?    

緊急緊急緊急緊急        

たすけてたすけてたすけてたすけて!!!!    

    !!!!ا1�4%�'ة

almsa'edh!almsa'edh!almsa'edh!almsa'edh!    

火事火事火事火事だだだだ!!!!    

50�(!!!!    

hryq!hryq!hryq!hryq!    
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どろぼうどろぼうどろぼうどろぼう!!!!    

61!!!!    

ls!ls!ls!ls!    

止止止止まれまれまれまれ!!!!    

�78 !!!!    

twqf!twqf!twqf!twqf!    

離離離離れろれろれろれろ!!!!    


 و;��    ا:�ب�!!!!    

aghrb 'en wjhy!aghrb 'en wjhy!aghrb 'en wjhy!aghrb 'en wjhy!    

気気気気をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください！！！！    

    !!!!)%ذر

hadr!hadr!hadr!hadr!    

大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですかですかですかですか？？？？    

    ه! أ�= *>$�؟

hl ant bkhyr?hl ant bkhyr?hl ant bkhyr?hl ant bkhyr?    

救急車救急車救急車救急車をををを呼呼呼呼んでくださいんでくださいんでくださいんでください!!!!    

ة إ��%فا <! *4$%ر !!!!    

atsl bsyarh es'eaf!atsl bsyarh es'eaf!atsl bsyarh es'eaf!atsl bsyarh es'eaf!    
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医者医者医者医者をををを呼呼呼呼んでんでんでんで!!!!    

A$+B* !> ا!!!!    

atsl btbyb!atsl btbyb!atsl btbyb!atsl btbyb!    

警察警察警察警察をををを呼呼呼呼んでんでんでんで!!!!    

    !!!!*�C��1%    ا <!

atsl balshrth!atsl balshrth!atsl balshrth!atsl balshrth!    

道道道道にににに迷迷迷迷いましたいましたいましたいました。。。。    

DE%  %أ�....    

ana ta'eh.ana ta'eh.ana ta'eh.ana ta'eh.    

バッグバッグバッグバッグをなくしましたをなくしましたをなくしましたをなくしました。。。。    

�/+$F( ��� =�%G....    

da'et mny hqybty.da'et mny hqybty.da'et mny hqybty.da'et mny hqybty.    

パスポートパスポートパスポートパスポートをなくしましたをなくしましたをなくしましたをなくしました。。。。    

    ....�F'ت ;8از ���ي

fqdt jwaz sfry.fqdt jwaz sfry.fqdt jwaz sfry.fqdt jwaz sfry.    

スリスリスリスリにににに遭遭遭遭いましたいましたいましたいました。。。。    

�/7�� =� ....    

tmt srqty.tmt srqty.tmt srqty.tmt srqty.    
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助助助助けてくださいけてくださいけてくださいけてください????    

����    �4%�' �؟    ه! 0

hl ymknk msa'edty?hl ymknk msa'edty?hl ymknk msa'edty?hl ymknk msa'edty?    

挨拶挨拶挨拶挨拶    

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    

Jًأه    

ahlaanahlaanahlaanahlaan    

会会会会えてえてえてえて嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。    

=���     �/*%F�*....    

tshrft bmqabltk.tshrft bmqabltk.tshrft bmqabltk.tshrft bmqabltk.    

こちらこそおこちらこそおこちらこそおこちらこそお会会会会いできてうれしいですいできてうれしいですいできてうれしいですいできてうれしいです....    

    .... ���=    وأ�% أ%�ً0

wana aydana tshrft.wana aydana tshrft.wana aydana tshrft.wana aydana tshrft.    

あなたのあなたのあなたのあなたの名前名前名前名前はははは何何何何ですかですかですかですか????    

    �% ا���؟

ma asmk?ma asmk?ma asmk?ma asmk?    

私私私私のののの名前名前名前名前はははは............ですですですです。。。。    

��    ............ا�

asmy ...asmy ...asmy ...asmy ...    
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おおおお元気元気元気元気ですかですかですかですか????    

    )%1�؟    آ$�

kyf halkkyf halkkyf halkkyf halk????    

元気元気元気元気ですですですです。。。。    

    ....*>$� )%ل

bkhyr hal.bkhyr hal.bkhyr hal.bkhyr hal.    

元気元気元気元気ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

�$<* =41....    

lst bkhyr.lst bkhyr.lst bkhyr.lst bkhyr.    

あなたはあなたはあなたはあなたは????    

    وأ�=؟

want?want?want?want?    

おいくつですかおいくつですかおいくつですかおいくつですか????    

    آ� ���ك؟

km 'emrk?km 'emrk?km 'emrk?km 'emrk?    

私私私私はははは... ... ... ... 歳歳歳歳ですですですです。。。。    

�%ً�%... أ�% ���ي  ....    

ana 'emry ... 'eamana.ana 'emry ... 'eamana.ana 'emry ... 'eamana.ana 'emry ... 'eamana.    
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どちらからどちらからどちらからどちらから来来来来ましたかましたかましたかましたか????    


 أ0
 أ�=؟�    

mn ayn ant?mn ayn ant?mn ayn ant?mn ayn ant?    

............からからからから来来来来ましたましたましたました。。。。    


    ... ... ... ... أ�% �

ana mn ...ana mn ...ana mn ...ana mn ...    

どこにどこにどこにどこに住住住住んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか？？？？    


     �$N؟    أ0

ayayayayn t'eysh?n t'eysh?n t'eysh?n t'eysh?    

わたしはわたしはわたしはわたしは............にににに住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

�� N$أ� ... ... ... ...    

a'eysh fy ...a'eysh fy ...a'eysh fy ...a'eysh fy ...    

最近最近最近最近はははは忙忙忙忙しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？    

    ه! آ�= ��8Qً� �� ا1�/�ة اOP$�ة؟

hl knt mshghwlaan fy alftrh alakhyrh?hl knt mshghwlaan fy alftrh alakhyrh?hl knt mshghwlaan fy alftrh alakhyrh?hl knt mshghwlaan fy alftrh alakhyrh?    

どこにどこにどこにどこに行行行行くんですかくんですかくんですかくんですか？？？？    

    إ1. أ0
 أ�= ذاهA؟

ela ayn ant dahb?ela ayn ant dahb?ela ayn ant dahb?ela ayn ant dahb?    
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さようならさようならさようならさようなら    

��J41ا R�    

m'e alslamhm'e alslamhm'e alslamhm'e alslamh    

またまたまたまた会会会会いましょういましょういましょういましょう    

    �)Fً%    أراك

arak lahqanaarak lahqanaarak lahqanaarak lahqana    

またまたまたまた明日明日明日明日ねねねね    

ك :ً'اأرا     

arak ghdanaarak ghdanaarak ghdanaarak ghdana    

幸運幸運幸運幸運をををを祈祈祈祈りますりますりますります    

    )Sً% ��$ً'ا

hzana s'eydanahzana s'eydanahzana s'eydanahzana s'eydana    

気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて    

�/+TU    ��J41ا    

shbtk alslamhshbtk alslamhshbtk alslamhshbtk alslamh    

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

    �+�وك

mbrwkmbrwkmbrwkmbrwk    
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おはようおはようおはようおはよう    

    اU    �$<1+%ح

sbah alkhyrsbah alkhyrsbah alkhyrsbah alkhyr    

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    

�%رك ��$'�    

nhark s'eydnhark s'eydnhark s'eydnhark s'eyd    

こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは    

    �4%ء ا1>$�

msa' alkhyrmsa' alkhyrmsa' alkhyrmsa' alkhyr    

誕生日誕生日誕生日誕生日おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

    ��$'    �$' �$Jد

'eyd mylad s'eyd'eyd mylad s'eyd'eyd mylad s'eyd'eyd mylad s'eyd    

明明明明けましておめでとうけましておめでとうけましておめでとうけましておめでとう    

�$'�%م ;'0' �     

'eam jdyd s'eyd'eam jdyd s'eyd'eam jdyd s'eyd'eam jdyd s'eyd    

イースターイースターイースターイースターおめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

'$�� Y>� '$�    

'eyd fsh s'eyd'eyd fsh s'eyd'eyd fsh s'eyd'eyd fsh s'eyd    
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メリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス    

'$�    '$Z� دJ$�    

'eyd mylad mjyd'eyd mylad mjyd'eyd mylad mjyd'eyd mylad mjyd    

    

2015201520152015////02/0802/0802/0802/08    明壁浩信明壁浩信明壁浩信明壁浩信    


